
○全店共通券･地元専用券が利用できる店舗
１、会津若松市 ※”可”は既存サービスと商品券を併用できるお店です。

ラーメン・中華
麺屋あおい 住吉町356-4 29-2610 正油チャーシューメン・味噌チャーシューメン

味平食堂 八日町3-10 25-0485 らーめん 可
あたごや食堂 東山町石山字天寧9 27-7429 ラーメン他
手打ちラーメン　いさみ 馬場町1-13 22-0064 麺類・ソースかつ丼
一風亭 天寧寺町1-5 28-4885 白べこラーメン・ソースかつ丼セットなど 可
よつかど 老麺 角膳 大町1-8-5 33-6577 ラーメン・丼物・定食 可
牛乳屋食堂 大戸町上三寄香塩343 92-2512 ラーメン・丼類
くるくる軒 栄町2-7 24-9050 ラーメン
味噌蔵 小豆屋 東千石1-3-3 28-0615 ラーメン
醤油らーめん 家元 こまめや 城東町2-8 26-8779 ラーメン
麺屋ごんちゃん 中島町3-1 22-5522 ラーメン
お食事処 更科 飯盛1-1-28 27-5413 ラーメン・かつ丼他
麻衣系ら～めん 紗羅家 西栄町2-17 26-7053 ラーメン・定食 可
山海 上町3-3 85-8620 らーめん 可
鈴木飯店　門田店 対馬館町3-5 26-6477 ラーメン類・ソースカツ丼
鈴木飯店　米代店 米代1-6-2 26-8353 ラーメン類・ソースカツ丼
田中屋 城北町1-3 24-9099 ラーメン類 可
つけめん よし岡 大町1-8-13 22-4484 つけ麺・ラーメン
頓珍館 東年貢1-5-2 28-3680 ラーメン 可
日新町 ハトヤ食堂 日新町14-14 27-2138 麺類 他
坂新 麺&ダイニング 城西町4-38 23-8213 ラーメン（その他）
万世楼飯店 滝沢町1-15 24-6085 飲食店
英世ラーメン 中町1-23 090-2881-6938 ラーメン・カレーラーメン
やなぎ亭 柳原町2-5-25 28-3929 ラーメン・かつ丼
よどや 山見町263-5 32-6200 ラーメン 可
喜多方ラーメン来夢 若松駅前店 扇町122-2 93-6277 ラーメン・餃子
喜多方ラーメン来夢 若松門田店 門田町飯寺字村西865-1 29-0455 ラーメン・餃子
中華食堂「若大将」 東千石1-3-8 26-4344 定食・ラーメン・餃子など 可
中国料理 四季花 行仁町3-14 22-5772 中国料理 可
チャイナレストラン ジャスミン 桧町5-47 27-9275 中華料理
中華飯店大川 大町2-13-23 22-9672 麺類・ご飯類・餃子他
㈲萬来軒　城南店 門田町黒岩字城南138-1 28-8088 中華料理 可
㈲萬来軒　千石店 花畑東3-24 24-5280 中華料理 可
㈲萬来軒　鶴賀店 鶴賀町2-20 24-6481 中華料理 可
和食・うどん・そば・とんかつ・かつ丼・焼肉
彩喰彩酒 會津っこ 栄町4-49 32-6232 郷土料理・地酒
丑若丸 一箕町八幡字滝沢134 24-7757 割烹・小料理
鰻のえびや 馬場町1-21 22-1288 鰻 可
鰊屋敷 太田 相生町2-10 22-2274 飲食店 可
㈲亀井鮨 馬場町1-8 22-9744 寿司 可
亀鶴寿し 中町2-82 27-8596 寿司・刺身
㈱生粋 東栄町11-3 26-3300 日本料理
渋川問屋 七日町3-28 28-4000 郷土料理 可
しゃとれ　藏 東栄町4-20 27-0115 会席料理 可
割烹 水林 栄町7-4 22-0645 食事全般・宴会
㈱田季野 栄町5-31 25-0808 会津料理・輪箱飯 可
料理旅館 田事 城北町5-15 24-7500 料理店・仕出し弁当・旅館業
会津料理 鶴井筒 東山町石山字院内109-1 26-5629 郷土料理
會津桜鍋 鶴我 会津本店 東栄町4-21 29-4829 馬肉料理・会津郷土料理
会席料理郷土料理　鶴ヶ岡茶寮 東栄町8-47 26-6052 日本料理 可
二丸屋 武蔵亭 材木町2-8-18 28-1208 店舗飲食・売店小売(鰊山椒漬・郷土みやげ他)

割烹　萬里 栄町4-37 22-8502 和食 可
寿し処 ひょうたん駒 桧町4-5 27-1133 寿し・飲み物 可
㈲芳登里 門田町中野字大道東12-1 26-0426 飲食店
ちゃんこ やぐら大鼓 北滝沢2-1-62 25-1413 ちゃんこ鍋 可
㈱安積屋本店 山葵 上町3-22 32-3035 釜飯
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かみしろや 城東町1-50 26-8648 うどん・そば・ごはん
㈲會津きり屋 権現亭 上町2-34 25-3851 手打そば・会津料理 可
㈲會津きり屋 夢見亭 慶山1-14-52 27-5568 手打そば・会津料理 可
㈱会津香寿庵（蕎麦 香寿庵) 東栄町1-84 26-8484 蕎麦 可
舌つづみ 中央 中央3-1-2 22-7717 そば・うどん
麺麺亭 そば御膳 白虎町171-2 37-1610 そば 可
手打ちそば・うどん　徳一 東千石1-5-17 28-5681 そば・うどん 可
東山庵 東山町石山天寧161 26-6013 生そば
そば処 彦いち 大戸町上三寄大豆田878 92-2320 生そば 可
そば処 和田 和田2-2-9 28-1001 そば・うどん・ご飯類
お食事処 きたみ 表町6-2 29-7702 シャモ親子丼・ソースカツ丼・餃子

味処 桐 栄町2-22 27-1098 ソースカツ丼・ソバ
ステーキ 左雨 中町1-10 26-9845 ステーキ・とんかつ
とんかつ 番番 東千石2-1-32 27-6327 とんかつ
とんかつ　とん亭 天寧寺町1-11 27-2191 とんかつ
㈲とん八 扇町80-2 22-1078 とんかつ
元祖煮込みソースカツ丼の店 なかじま 上町2-38 24-5151 ソースカツ丼 可
まるやま会津門田店 北青木2-57 29-9111 とんかつ・ジャンボ海老
カルビ大将 会津若松店 白虎町27-1 22-5678 食品、飲料品 可
炙りや 牛ぞう 中央1-2-3 24-1130 焼肉
高麗家 上町8-30ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ1F 25-4129 焼肉・韓国料理 可
炭火焼肉　棕櫚 中央1-3-3 32-5433 牛肉 可
炭焼 みなみ 東年貢2-5-17 28-0022 やきとり
鍋と焼肉 だるま 七日町1-16 27-1129 鍋と焼肉
洋食・レストラン
オステリア サルーテ 栄町6-12 85-8970 イタリア料理
ココット 扇町81-51 85-8085 フランス料理 可
ビストロ プチ マルシェ 一箕町八幡字牛ヶ墓14-1 93-8404 洋食
洋食家 ふらいと 東山町石山字院内152-3 27-6027 ハンバーグ・オムライス・パスタ 可
プロント 会津若松店 中町4-31 28-8355 ｺｰﾋｰ類･ｱﾙｺｰﾙ類･ﾊﾟｽﾀ･ﾊﾟﾝ･ｹｰｷ･一品料理 可
洋食屋 マーティン 大町1-8-23 夢舎ビル2F 25-3536 食べ物・酒
ミリサイゴン 城南町2-39 27-0730 ベトナム料理
フレンチスタイル Ｌａ Ｓｈｕｎ 一箕町亀賀藤原352 32-2141 フランス料理・ワイン
会津大学食堂(㈲ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ) 一箕町鶴賀字上居合90 33-0771 日替定食・麺類・丼物他
會津バル 大町1-9-5 石川ビル１Ｆ 36-7257 飲食
食彩アトリエ あいづ家 七日町2-51 29-0371 レストラン
和風れすとらん くいしん坊 中町4-31 26-8239 定食・ソースカツ・ザルそば等 可
ココス会津若松 平安町2-46 37-2038 朝バイキング・ハンバーグ・デザート

ココス会津若松門田店 門田町飯寺村西854-1 36-6391 朝バイキング・ハンバーグ・デザート

ステーキ宮 会津若松駅前店 白虎町27-2 32-1166 食品、飲料品 可
飲･喰･処 ぱんどら 山鹿町6-55 29-3888 定食
ｂｉｓｔｒｏ ｂｅａｇｌｅ ｃｈｅｆ 栄町1-14 24-8920 カフェレストラン
レストラン ポタジェ 一箕町八幡字牛ヶ墓14-1 93-8404 イタリアン・パスタ
ラシーヌ 追手町4-47 28-2288 レストラン
Dining&Café bar ＬＯＯＰ 栄町4-12 １Ｆ－Ａ 93-5277 ピザ・パスタ・酒
軽食・喫茶店・カフェ
會津壹番館 中町4-18 27-3750 コーヒー・紅茶・ケーキ 可
アドリア北出丸カフェ 追手町4-28　北出丸館1F 27-3600 ドリンク・軽食
喫茶 杏 日新町12-38 27-0002 喫茶
ベーカリー＆カフェ コパン 一箕町亀賀北柳原52 93-7566 パン・クッキー・ドリンク 可
ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｺｰﾝｽﾞ･ﾅﾎﾟﾘの窯 会津若松店 中央1-3-1 32-8388 ピザ・パスタ 可
太郎焼総本舗 七日町8-10 24-7911 太郎焼・コーヒー
ドトール 会津若松アピオ店 インター西118 24-4511 飲食・小売（コーヒー豆など） 可
ドトール 会津若松神明通り店 栄町2-14 38-0633 飲食・小売（コーヒー豆など） 可
ドトール 会津若松滝沢店 一箕町八幡字牛ヶ墓7-1 37-0911 飲食・小売（コーヒー豆など） 可
ギャラリー 喫茶　和 南町2-51 29-8077 飲食･和雑貨 11:00～4:00　土祝休み

パーラージロー 栄町2-12(2F) 25-2002 ｺｰﾋｰ・お食事 可
福島県立博物館ティールーム 城東町1-25 福島県立博物館内 28-7638 飲食 可
フロレスタ会津若松店 和田2-4-10 85-8865 ドーナツ
アイスブティック モンジューあいづ店 中町3-53 28-5433 アイスクリーム・クレープ 可
やまでら茶屋 七日町3-32 26-8079 だんご・ｺｰﾋｰ・米・灯油・洋服・ｶﾊﾞﾝ 可
マクドナルド 会津アピオ店 インター西116 37-2477 ハンバーガー類 可
マクドナルド 会津アピタ店 神指町南四合幕内南154 36-5130 ハンバーガー類 可
マクドナルド 会津若松店 滝沢町6-25 39-2351 ハンバーガー類 可
マクドナルド 門田ヨークベニマル店 天神町22-12 36-0551 ハンバーガー類 可
会津バーガー Ｌｕｃｋｙ Ｓｍｉｌｅ 七日町3-45 23-8241 ハンバーガー・ホットドッグ 可



お好みハウス どんどん 旭町7-14 32-8055 お好み焼・もんじゃ　その他
お好み焼き 鉄板焼き 廣 中島町2-24 22-5566 お好み焼き・鉄板焼き 可
焼きや 大町1-8-25 22-0120 お好み焼き
居酒屋・バー・スナック
会津しこん 栄町8-35 37-1707 居酒屋
いろはにほへと会津若松店 駅前町6-42山惣センタービル１Ｆ 39-7427 居酒屋
㈲ゑびす亭 上町1-26 23-1318 居酒屋 可
居酒屋 お江戸 栄町7-10 33-5515 居酒屋
海鮮料理　海神（㈱石橋） 中町2-58 28-0039 海鮮料理
美食酒処 海鈴 大町1-2-55 ホテル大阪屋２Ｆ 32-0255 飲食全般 可
上酒林 上町1-16 32-2288 居酒屋一般
ＫａｎＰａｎａ 中央1-5-8 22-7171 居酒屋 可
北の酒林 駅前町8-25 22-2248 居酒屋
串ぜん 栄町5-47 22-8828 居酒屋
居酒屋 源蔵 馬場町1-9 24-9138 居酒屋 可
焼肉居酒屋 さかな家 栄町6-25 24-0077 焼肉居酒屋 可
作蔵 本町店 本町4-1 27-0171 居酒屋
さぶろく亭 上町1-27 32-8227 居酒屋
笑寛 猿丸 上町2-34 85-7074 居酒屋
居食屋 太平楽 桧町3-3 29-6385 居酒屋
居食・居酒屋 なごみ 馬場町1-33 33-5155 居酒屋 可
㈲舞酒 上町1-19 24-6420 居酒屋 可
居酒屋 夢酒 升や 東栄町3-42(日商ﾋﾞﾙ1F) 29-5556 居酒屋
㈲よさく 馬場町1-42 25-4614 居酒屋
よろずや 中央1-1-38 32-2177 居酒屋
居酒屋 楽天家 大町1-8-20 24-0811 地酒･馬刺･やきとり･会津薬用人参天ぷら･薬用人参酒

スポーツバー ウィザーズ 東栄町6-14 29-1665 カクテル
會・心・おもてなし 香おる 栄町6-5 八番街 22-7662 スナック
花東山（花佳） 宮町4-4 北日本ﾋﾞﾙ２Ｆ 24-5838 スナック
ビストロバー 来夢来人 駅前町5-4 22-2558 飲食店 可
カラオケスナック Ｖｏｌｕｍｅ 中町2-81 中町ﾋﾞﾙ1F 090-4042-4246 スナック 可
ＲＯＸＹ 栄町8-35 ｳﾞｪﾙﾌｧｰﾚ上六日2F 85-7003 スナック


